
 

   

 

【関東経済産業局】広域関東圏知的財産戦略本部メールマガジン 

 ３２１号（2022 年 9 月 29 日発行） 
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紛争解決～」を開催します（特許庁） 

４.【公募】IP ランドスケープ支援事業（第 3 回公募）受付中です（INPIT）  

５.【セミナー】令和 4 年度（初級）知的財産権研修（第 2 回）受講者募集（INPIT） 

６.【イベント】「すごい知財 EXPO 2022」が開催されます（株式会社知財塾） 

７.【セミナー】知的財産セミナー2022 のご案内（日本弁理士会関東会） 
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 １.【セミナー】「特許庁×LINK-J ライフサイエンス知財の学びシリーズ  

～知財権利取得と活用のキモ～（第１回）」を開催します（特許庁） 

 https://www.jpo.go.jp/support/daigaku/linkj_seminar.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

LINK-J と共催し、ライフサイエンス領域での知財権利取得と活用の「キモ」 

をお伝えする、全 4 回のセミナーシリーズ「特許庁×LINK-J ライフサイエ 

ンス知財の学びシリーズ ～知財権利取得と活用のキモ～」を開催いたします。 

第１回となる今回はライフサイエンス領域における、知財戦略の意義や知財 

の権利取得・活用のポイントを、「全体俯瞰」した形でお伝えします。また、 

特許庁・INPIT のスタートアップ・大学向け施策についてもご紹介します。 

 

【第１回キックオフ！知財の学びを成長につなげる全体俯瞰編】 

・日時：2022 年 10 月 7 日（金）17：00-～19：00（会場受付：16：45） 

・会場：①東京都中央区日本橋室町 1-5-5 室町ちばぎん三井ビルディング 

     （COREDO 室町 3）8 階 日本橋ライフサイエンスハブ   

https://www.jpo.go.jp/support/daigaku/linkj_seminar.html


 

   

 

     ②オンライン（Zoom Webinar） 

・参加費：無料（要事前登録） 

 

○詳細及びお申込み等はこちらのサイトをご覧ください。 

https://www.link-j.org/event/post-5049.html 

 

○お問い合わせ先 

LINK-J 事務局  

E-mail： contact@link-j.org 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ２.【イベント】地域と特許庁を結ぶイベント つながる特許庁 in 熊本！を 

開催します（10/4）（特許庁・九州経済産業局） 

https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/kumamoto/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

スタートアップと知財戦略に焦点をあて、「つながる特許庁」の第１回を熊本県 

熊本市で開催します。また、現地でのイベントの様子を YouTube Live で配信 

します。開催地域以外の方も是非ご視聴ください！参加費は無料です。 

 

○日  時：2022 年 10 月 4 日（火）13：00～16：30 

○会  場：熊本城ホール 3 階 大会議室 A4（熊本市中央区桜町 3 番 40 号） 

○実施方法：対面／オンラインのハイブリッド 

○対  象：スタートアップ、中小企業、支援機関等 

○定  員：会場参加…50 名 

      オンライン（YouTube Live）…接続数上限無し 

 

○イベントの詳細や参加申込み方法、オンライン視聴方法等は、こちらの特設 

サイトをご覧ください。 

https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/kumamoto/ 

 

○お問い合わせ先 

「令和 4 年度 つながる特許庁」運営事務局（株）角川アスキー総合研究所内 

電話：03-5840-7939（10:00～18:00、開催日前日・当日のみ） 

E-mail: support@tsunagaru-jpo2022.go.jp 

 

 

https://www.link-j.org/event/post-5049.html
mailto:contact@link-j.org
https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/kumamoto/
https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/kumamoto/
mailto:support@tsunagaru-jpo2022.go.jp


 

   

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３.【イベント】「国際知財司法シンポジウム 2022～日米欧における知的財産 

紛争解決～」を開催します（特許庁） 

https://www.jsip-tokyo.go.jp/index.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

最高裁判所、知的財産高等裁判所、法務省、特許庁、日本弁護士連合会、弁護士 

知財ネットの共催により「国際知財司法シンポジウム 2022」を開催します。 

6 回目の開催となる今回は、日米欧における知的財産紛争解決に関する最新の 

議論と課題について、充実したプログラムを提供する予定です。 

 

○開催日時：2022 年 10 月 27 日（木）14：00～17：30  

      2022 年 10 月 28 日（金）14：00～18：00 

○会  場：弁護士会館 2 階講堂クレオ 

○開催形式：会場でご覧いただくほか、インターネット同時配信を視聴いただく 

こともできます。 

（※いずれの参加方法であっても、事前登録が必要です） 

 

○詳細及び参加登録等はこちらのページをご覧ください。 

https://www.jsip-tokyo.go.jp/index.html 

 

○お問い合わせ先 

上記サイトのお問い合わせフォームをご利用ください。 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４.【公募】IP ランドスケープ支援事業（第 3 回公募）受付中です（INPIT）  

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

中小企業等の経営層が持つ「経営」や「事業」の課題に対して、市場や事業、 

知財等の分析を通じた解決策のご提案を支援いたします。例えば「経営計画の 

策定」や「販路拡大」「競争力の強化」「事業の転換」など、技術開発に限ら 

ない様々な課題に対して支援を行います。 

 

【第 3 回公募】 

○公募期間：2022 年 9 月 12 日（月）～10 月 14 日（金）17：00 

○公募対象者：以下の 1～7 のいずれかに該当する方からの応募を受け付けます。 

１．中堅企業・中小企業、個人事業者、中堅・中小企業者で構成されるグループ 

https://www.jsip-tokyo.go.jp/index.html
https://www.jsip-tokyo.go.jp/index.html
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html


 

   

 

２．地方公共団体 

３．公設試験研究機関 

４．都道府県等中小企業支援センター 

５．商工会議所や商工会等 

６．事業協同組合 

７．大学、高等専門学校、高等学校等の教育機関 等 

 

○公募要領、申請書等、詳細はこちらのページをご覧ください。 

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 

 

〇お問い合わせ先 

「IP ランドスケープ支援事業」事務局  PwC あらた有限責任監査法人 

E-mail：jp_ipl_promotion@pwc.com 

 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）知財戦略部 営業秘密管理担当 

電話：代表 03-3581-1101 内線：3841 

E-mail：trade-secret@inpit.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５.【セミナー】令和 4 年度（初級）知的財産権研修（第 2 回）受講者募集

（INPIT） 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/index.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

政府関係機関や地方自治体、大学や研究機関等で、知的財産に関連する業務に 

従事する職員の皆さまなど（特に知財初学者）を対象とした（初級）知的財産 

権研修を開催します。 

本研修は、知的財産の基礎知識を習得し、知的財産制度への理解を深めるととも 

に、業務遂行に必要な知財マインドの醸成を目指します。知的財産権行政全般に 

ついて学べるカリキュラムとなっており、研修最終日には、受講者同士のネット 

ワーク作りの場「IP e ラウンジ」も開設します。 

 

○研修期間：2022 年 11 月 15 日（火）～ 17 日（木）（3 日間） 

     ※6 月 7 日（火）～9 日（木）に実施した研修と同じ内容になります。 

○開催形態：オンライン（Teams） 

○募集定員：約 40 名（先着順。定員に達し次第締め切ります） 

○受 講 料：8,300 円（消費税込） 

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html
mailto:jp_ipl_promotion@pwc.com
mailto:trade-secret@inpit.go.jp
https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/index.html


 

   

 

○募集締切：2022 年 10 月 11 日（火）15：00 まで 

 

○詳細についてはこちらのページをご覧ください。 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/index.html 

 

○お問い合わせ先 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）知財人材部 知的財産権関連人材担当 

電話：（代表）03-3581-1101 内線 3907 

E-mail：ip-jz04@inpit.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

６.【イベント】「すごい知財 EXPO 2022」が開催されます（株式会社知財塾） 

https://super-ip-expo.com/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本弁理士会会長や WIPO 所長、大手メーカー知財部、スタートアップ知財部、 

大手特許事務所、知財系弁護士をはじめ、内閣府知財事務局や特許庁など国内外 

から最先端のサービスと知財人が集います。今年は東京大学からの講師をお招き 

し、アカデミアの世界からみる「知財実務業界に対する問題提起」も行う予定 

です。完全オンラインで開催し、RPG ゲームのように行き来できる交流ラウンジ 

「Ovice」を設け、休憩中にお気軽に参加することもできます。参加費は無料です 

のでご興味のある方は是非ご参加ください。 

 

○開催期間：2022 年 10 月 6 日(木)～7 日(金) 10：00～18：00 

○実施形式：完全オンライン 

○参 加 費：無料 

○主催／共催：株式会社知財塾、アスタミューゼ株式会社、知財図鑑 

 

○詳細はこちらの公式ページをご覧ください。 

https://super-ip-expo.com/ 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

７.【セミナー】知的財産セミナー2022 のご案内（日本弁理士会関東会） 

https://seminar.jpaa-kanto.jp/?ye=2022 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「知財初心者」や「中小企業の知的財産関連業務をされている方」、「経営者」 

をはじめ、様々な要望をもった方に対応するため、 東京・神奈川・千葉・埼玉・ 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/index.html
mailto:ip-jz04@inpit.go.jp
https://super-ip-expo.com/
https://super-ip-expo.com/
https://seminar.jpaa-kanto.jp/?ye=2022


 

   

 

茨城・群馬・栃木・山梨で多種多様な講演を行います。オンラインでの配信も 

実施しますので、是非ご参加ください。なお、参加費は無料です。 

 

【中小企業・スタートアップ支援委員会】 

テーマ：「オンラインを使った海外進出(越境 EC)～アジア欧米各地域における 

知財活用法～」 

日 時：2022 年 10 月 28 日（金）15：00～17：00 

形 式：オンライン（Zoom ウェビナー） 

定 員：500 名 ※先着 

共 催：(独)中小企業基盤整備機構 

 

○各セミナーの詳細についてはこちらのページをご覧ください。 

https://seminar.jpaa-kanto.jp/?ye=2022 

 

○お問い合わせ先 

知的財産セミナー2022 運営事務局  

E-mail：kanto-ipseminar@jpaa.or.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

８.【お知らせ】地域サービス事業者向けの支援ポータルサイトを立ち上げま 

した（関東経済産業局） 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ryutsu/sisckanto/index.html 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

地域サービス事業者の稼ぐ力の向上に向けた取組を後押しするため、関係省庁、 

支援機関等で構成する広域関東圏での支援ネットワーク「Service Industry  

Support Consortium in Kanto」（略称：「SISC（シスク） Kanto」）を新たに 

立ち上げました。 

「SISC Kanto」では新たにポータルサイトを構築し、参画メンバーが有する、 

地域サービス事業者が取り組む新サービスの創出や業務プロセス効率化等に 

資する支援策をワンストップで発信するとともに、メンバー間での連携・協働 

を通じ、地域のサービス産業の成長を支援します。 

 

同ポータルサイトでは、労働生産性向上に資する支援メニューに特化した支援 

策集、地域サービス事業者の労働生産性向上をサポートするソリューション 

企業、サービス産業分野に係るレポート等、様々な支援情報を掲載しています。 

是非ご活用ください。 

https://seminar.jpaa-kanto.jp/?ye=2022
mailto:kanto-ipseminar@jpaa.or.jp
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ryutsu/sisckanto/index.html


 

   

 

 

○SISC Kanto（サービス産業支援ネットワーク）ポータルサイトはこちら。 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ryutsu/sisckanto/index.html 

 

○お問い合わせ先 

関東経済産業局 流通・サービス産業課  

電話:048-600-0345 

E-mail：kanto-service@meti.go.jp 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９.【イベント】「第 12 回おおた研究・開発フェア」in 羽田を開催しま 

（10/20、21）（大田区産業振興協会） 

https://ota-randd-fair12.sakura.ne.jp/otardfair12online/ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

国内外の大学・研究開発機関・企業による先端技術シーズが集結する「大田区」 

の展示会を開催します。今年度は 「羽田」を舞台に、過去最多の計 108 小間 

（94 社団体）が出展します。本展示会を通じて、来場者と出展者との産学連携 

や新製品・新技術開発等の促進を目的としております。入場料は無料となって 

おりますので是非ご来場ください。 

 

○日時：2022 年 10 月 20 日(木)～21 日（金）10：00～17：00 

○会場：コングレスクエア羽田及び PiO PARK(ピオパーク/交流空間) 

○分野：加工技術、材料技術、環境技術、海洋・航空宇宙、IT・システム開発、 

    機械・装置、計測・検査、新エネルギー、電気・電子・通信、 

    バイオ・農林水産、医療・ヘルスケア、ロボット技術、技術支援、その他 

 

○詳細及び参加登録等はこちらのページをご覧ください。 

https://ota-randd-fair12.sakura.ne.jp/otardfair12online/ 

 

○お問い合わせ先 

公益財団法人大田区産業振興協会  イノベーションチーム 担当：加藤 

電話:03-3733-6294 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ryutsu/sisckanto/index.html
mailto:kanto-service@meti.go.jp
https://ota-randd-fair12.sakura.ne.jp/otardfair12online/
https://ota-randd-fair12.sakura.ne.jp/otardfair12online/


 

   

 

【新型コロナウイルス感染症に関する各機関のリンク】 

▲関東経済産業局 新型コロナウイルス感染症対策情報ページ 

https://www.kanto.meti.go.jp/kansensho/index.html 

▲特許庁 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について 

https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html 

▲経済産業省 新型コロナウイルス感染症支援策 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【広域関東圏知的財産戦略本部メールマガジン配信サービス】 

新規申し込み、配信停止はこちらです。 

https://www.kanto.meti.go.jp/mailmagazine/chizai_mailmagazine.html 

──────────────────────────────────── 

広域関東圏知的財産戦略本部メールマガジンは、配信を希望された方、関係者、 

知的財産に関係する企業・機関のご担当者、弊室の各種イベントやセミナーに 

参加された方に配信しております。（※本メールは返信できません） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【！関東経済産業局 知的財産室へのお問合せはメールか FAX でお願いします！】 

新型コロナウイルス対策として、当室ではテレワークを実施しています。 

大変お手数をおかけしますが当室へのお問合せは当面の間メールまたは FAX で 

お願いいたします。 

 

＿＿/＿/＿/＿/ 発行元・お問合せ先 ＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/＿/ 

_＿_＿/ 広域関東圏知的財産戦略本部 

＿_＿/ 関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室 

＿＿/ 埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 合同庁舎 1 号館 10 階 

＿_/  電 話：048-600-0239  FAX：048-601-1288  

＿/  E-MAIL: kanto-chizai@meti.go.jp 

_/   URL：https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/index.html  

https://www.kanto.meti.go.jp/kansensho/index.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
https://www.kanto.meti.go.jp/mailmagazine/chizai_mailmagazine.html
mailto:kanto-chizai@meti.go.jp
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chizai/index.html

